事業の拡大と質的向上により 2020 年度
売上高 1,000 億円を目指す
2020 年度売上高 1,000 億円、一般市場売上比率 60 ％、海外売上比率 10 ％を目指す新成
長戦略を打ち出した NTT アドバンステクノロジ（以下、NTT-AT）。ソリューションビジ
ネスや海外展開強化を含めた一般市場の拡大等、事業の拡大と質的向上により長期計画
目標の達成を目指す NTT-AT の取組みについて、花澤 隆新社長にうかがった。

の先端的な R&D 成果や国内外の先
進技術を活用して提供してきたノウ
ハウと実績があります。それらをベ

NTT アドバンステクノロジ㈱
代表取締役社長

ースに現在では、部品、材料から装

花澤

前社長からバトンタッチされて、花

置開発、ソフトウェア開発からシス

これに加えて、ネットワーク技術、

澤社長体制がスタートしたわけです
事業運営の基本的な方向性からお聞かせ

テム／ネットワークインテグレーシ

知的財産を中心にした独自のノウハ

ください。
が、まず初めに事業運営の基本的な

ョン、さらには、コンサルティング

ウ・実績を活用した調査分析・コン

花澤 NTT-ATは、鈴木滋彦前社長

から商品販売まで幅広くビジネスを

サルティングサービスなども提供し

の強力なリーダーシップのもと、さ

展開しています。

ています（図１、図２）。

―
6月
22 日に、鈴木滋彦前社長
−2010
2010年年
6月
22 日に、鈴木滋彦
からバトンタッチされて、花澤社長体制
がスタートしたわけですが、まず初めに

隆氏

まざまな経営改革を推し進め、着実

主な事業領域は、新しいビジネス

このように、多岐にわたってビジ

に実力をつけつつあります。したが

環境・社会環境に必要とされるソリ

ネスをしているのですが、一方では

って、基本的な事業運営の方向性を

ューションを提案する「ソリューシ

それ故に何をやっているのか分かり

大きく変えることはしませんが、

ョン系事業」、国内外の優れた先進

づらい会社だとも言われています。

NTTグループの技術的中核企業とし

技術を取り入れた価値ある商品・サ

そこで、最近はソリューションを提

て持続的に成長し続けることを強く

ービスを提供する「プロダクトセー

供する会社としての色合いを少し前

意識した経営方針としています。

ルス系事業」、新しいネットワーク

面に出し強調していこうと思ってい

サービスを担う通信環境を構築する

ます。「ICT を駆使する新しい時代

「ネットワーク系事業」の３つです。

のビジネス環境、社会環境に必要と

NTT-AT は創立以来、お客様の役
に立つ多様な価値を、NTT 研究所

お客様の役に立つ多様な価値を、最先端の技術を用いて 総合的なソリューション
としてお客様に提供する Integrated-Value Provider

ソリューション系事業
システムインテグレーション
● ネットワークインテグレーション
● 関連ソフトウェア開発・サービス開発
● ネットワーク・サーバの構築・保守・
セキュリティ診断

●

Solutions
NTT研究所

Backbone

Networks

NTT-AT
IntegratedValue Provider

Product out
&
Market in

市場・社会

図 1 NTT-AT のビジョン
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その他の事業

ネットワーク系事業
ネットワークインフラ系
ソフトウェア開発
● NGN関連検証業務
● コアネットワーク・アクセスネット
ワークを含めたハードウェア開発
● 組込みソフトウェア開発
●

Products Sales

プロダクトセールス系事業
ネットワーク・メディアアプリケーション
関連のグローバル商品販売・保守
● 先端材料開発・分析サービス
● 光関連製品開発・販売
● 環境マネジメントコンサルティング

●

ICT関連の各種調査分析・
標準化支援・コンサルティング
● 知的財産関連の調査分析・
コンサルティング
●

図 2 NTT-AT の事業領域
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される真の価値を

総合的なソリュ

これに基づいて商品／ソリューショ

や商品、あるいはバックグラウンド

ンを作るという活動を定着させるよ

となる技術分野ごとに最適化された

うにしています。すなわち、マーケ

事業本部という縦糸と、幅広い商材

指すというのが、私どものビジョン

ットを見た

を基軸

を一貫したテーマで組み合わせソリ

です」と説明しています。もちろん、

に戦略的に取り組むということで

ューション提供するプロジェクトと

私たちがお客様に提案する価値は、

す。また、マーケットの状況、お客

いう横糸を上手に紡いでお客様にご

将来の市場や社会のニーズ、技術を

様の求める価値を NTT 研究所にフ

提案することに注力しています。こ

見据えた一歩先の価値です。

ィードバックすることも私どもの重

れは今後大きく成長していくための

要な役割でもあると考えています。

最重要課題です。今年度は、ソリュ

ーションとして

提供する

Integrated-Value Provider

を目

商品の価値化

ーションビジネスとして、以下に示
−「売れる営業」については、ど
―「売れる営業」については、どのよ

す 5 本柱を立ち上げました。
①自治体向けサービスソリューション

―持続的成長に向け、今年度どのよう
−持続的成長に向け、今年度どの

うな点に注力され取り組まれていますか。
のような点に注力され取り組まれて

な重点施策を展開されていますか。

ような重点施策を展開されています

花澤

アカウント営業の徹底によ

IP 告知、映像配信、議会会議録

花澤 ５つの重点施策を展開してい

るお客様とのコミュニケーション強

検索、家屋評価など、行政機関にお

ます。具体的には、①売れる商品／

化と、プル型営業による新規見込み

ける住民との間の情報流通サービス

ソリューションづくり、②売れる営

顧客の獲得、といった営業活動の強

や議会向けサービスなどをワンスト

業、③生産性の向上、④人材力の強

化施策を展開しています。

ップで提供
②オフィス整備ソリューション

化、⑤顧客満足度（CS）の質的向上

さらに、大型ソリューション案件

です。特に、売れる商品／ソリュー

の獲得に向け、営業本部長直下に全

遠隔会議、シンクライアント、仮想

ションづくりと、売れる営業、すな

社横断の体制を整え、営業 SE 力の

化、IP-PBX、資産管理、環境／電力

わち商材の企画・開発と営業につい

向上で大型案件の獲得に注力すると

見える化など、オフィス整備に関する

ては、弊社はかなり勉強しなければ

ともに、人材の育成はもちろん、成

コンサルティング・設計・構築・保守

いけないレベルであり、戦略的な取

功事例のデータベース化など営業活

運用までをワンストップでサポート

組みが必要であると思っています。

動を支えるツールの整備・活用に向

③多店舗展開支援ソリューション

けた取組みを加速しています。

映像／データ配信など、多店舗展

−戦略的な事業推進について、具
―戦略的な事業推進について、具体的

開されるコンビニ、ファミリーレス

にどのようなことをお考えですか。
体的にどのようなことをお考えです

トランなどのお客様向けのワンスト

花澤 「売れる商品づくり」「売れ

ップサービス
④屋外設備の保全ソリューション

るソリューションづくり」「売れる

−33つの主要事業領域の中で、今年度
つの主要事業領域の中で、今
―

営業」は、それぞれが単独ではなく

年度特に注力されている点としてど
特に注力されている点としてどのような

連携して推進することが不可欠です

ことがありますか。
のようなことがありますか。

防錆・撥水塗料など屋外設備の保全サ

ので、戦略的に全体の方向感を議論

花澤

ービスをワンストップでサポート

して、それをブレークダウンすると

リューションビジネスの強化に加

いうやり方が必要であると思ってい

え、グローバルビジネスの拡大、ビ

ション

ます。ユーザーニーズやマーケット

デオ会議関連ビジネス拡大、先端材

トランスコーダ、24 時間運用保

ニーズを踏まえ、NTT-AT の強みや

料を用いた新規ビジネスの立ち上げ

守、ホーム ICT 向け支援サービス、

他社の状況を考えながら、トップダ

に特に注力しています。ソリューシ

コンタクトセンターなど、マス向け

ウンで戦略的な商品化計画を立て、

ョンビジネスについては、サービス

映像等の配信を行うサービスプロバ
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今年度の事業計画では、ソ

遠隔映像監視、センシング、遮熱・

⑤サービスプロバイダ支援ソリュー
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リューションビジネスを成功させる

す。特に、RealTalk C7 は、販売数

ためにも徐々に拡充が必要だと思っ

5,000 台超の人気商品です。

ています。

この他、お客様からのWeb、メー
ルによる様々な問い合わせに短時

―ソリューションのベースとなる幅広

−ソリューションのベースとなる

間・高品質で対応することができる

幅広い商材をお持ちですが、競争力
材として、例えばどのようなものがあげ

「MatchContactSolution（MCS）
」も

い商材をお持ちですが、競争力のある商

のある商材として、例えばどのよ
られますか。

国内の多数の有力企業や自治体への

花澤 1つは、ビデオ会議システムが

導入実績を誇っています。また、QR

あげられます。普及型から高臨場感

コードを利用して効率的に備品や固

のハイエンドシステムまで、世界中

定資産管理・商品の在庫管理を実現

から厳選した最先端のベンダー製品

する「QpIDeal Webシステム」も官

（Cisco ＝ TANDBERG、SONY、

公庁や放送局、製造業、通信キャリ

ンビジネスの育成・推進を強化して

Polycom）やNTT研究所の成果をベ

アなどで多数の導入実績があります。

いきます。そのために、推進の責任

ースとしたオリジンナル製品を取り

者として各柱に役員をアサインしま

揃えています。こうした豊富なライ

した。全社横断で、一般市場を中心

ンナップは、お客様の多岐にわたる

にスピード感を持った具体的な提案

ニーズにも対応することを可能にし

−グローバルビジネスの拡大とい
―グローバルビジネスの拡大という観点

活動を積極的に行うことに加え、ア

ており、すでに約400社以上のお客様

で、どのような取組みを行っていますか。
う観点で、どのような取組みを行っ

ライアンスにより他社商材などを活

への導入実績があります。ビデオ会

花澤

用し、ソリューションの大型化を図

議に関しては、TANDBERG、SONY

市場での売上比率を 10% にしたい

っていきたいと考えています。

に加え、本年９月末にPolycomとの一

とチャレンジングな目標を立ててい

次代理店契約を締結しました。これ

ます。NTT-AT には、光コネクタの

―ソリューション案件などでは、事業

により国内のビデオ会議市場の 80%

クリーナーとか研磨フィルム、航空

事業本部横断的な調整など、現場で
本部横断的な調整など、現場での課題も

以上のシェアを持つ商品群を取り扱う

管制用超高精細ディスプレイなど、

あるかと思いますが・・・・。
の課題もあるかと思います

ことになりました。NTTグループで

すでに国際的に高いシェアを確保し

花澤

組織横断的なソリューショ

ビデオ会議主要ベンダの一次代理店と

ている商品があります。さらには、

ン案件における現場での一番の課題

して専門チームを設けてビジネスを展

国内でヒットしている電話会議用マ

は、組織間の調整でした。まずこれ

開しているのはNTT-ATだけです。

イク・スピーカ RealTalk シリーズ

イダをワンストップでサポート
この５本柱からなるソリューショ

−ソリューション案件などでは、

を解決するため、 駆け込み寺

の

長期的には、2020 年度海外

などは、国際的にも競争力があると

役割を担う「ソリューションコンサ

−それ以外に
NTT-AT
ならでは
―それ以外に
NTT-AT
ならではの商材

考えており国外での販売を推進しよ

ルティングオフィス（SOLCON）」

にはどのようなものがありますか。
の商材にはどのようなものがありま

うと計画を具体化しています。ちな

を設け、一つの事業本部で手に余る

花澤 NTT 研究所の R&D 成果を活

みに RealTalk C7 は、10 月に台湾

案件があったら、決して独自の判断

用した電話会議用マイク・スピーカ

で行われた「台北国際発明展および

RealTalk シリーズ

も私どもなら

テクノ見本市 2010」において、20

してもらう業務フローにしました。

ではの商材です。大人数向けモデル

数カ国・地域から出展された約

SOLCON は組織間の調整のみなら

（RealTalk R7）やオールインワン

1,000 製品の中から、優れた性能が

ず、提案時からの支援を行うように

型コンパクトハンズフリーモデル

評価され「金牌賞」を受賞していま

拡張してきており、今後 5 本柱のソ

（RealTalk C7）を取り揃えていま

す。当面はこうした手離れの良い商

でお断りすることなく、ここに相談
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品の販売がグローバルビジネスの中

上への貢献という面から見ると大き

プリンタに使用でき、通信分野はもち

心です。しかし、弊社はネットワー

くはありませんが、外国の研究機関

ろん、医療分野での応用も期待されて

クインテグレーションの分野では、

から NTT-AT の技術力を信頼して、

います。なお、KTN光スキャナーは

他にはない大きな強みを持っていま

ご発注いただけるNTT研究所発の先

本年５月、革新的な光学製品を対象に

すので、この強みを生かした活動を

端技術関連案件がいくつかあるので、

し た 「 CLEO/Laser Focus World

模索したいと考えています。当面は、

研究所 OB としては大変うれしく思

Innovation Award」の大賞を日本企業

海外でビジネス展開しているNTTグ

っています。

としては初めて受賞しました。

ループ企業とも連携しながら、日本企

この他、高性能電子デバイスのキ

業のグローバル展開に合わせて日系現

―上海駐在員事務所の役割は・・・。
−上海駐在員事務所の役割。

ー素材である GaN（窒化ガリウム）

地法人に私どもの商品を販売すること

花澤 現地代理店のサポートや情報

系エピタキシャルウエハや、低価格

を視野に入れています。また、キャリ

収集がメインです。また、すでに販

で高信頼性の光部品を実用化するた

アネットワークに関連した、方式検討、

売実績のある商品については、客先

めに必要な接着が簡単で耐久性に優

設計などのノウハウを活かし、海外キ

での設定やメンテナンスが必要です

れた光学接着剤、ヒートアイランド

ャリアへのNGNやFTTH導入のコン

ので、信頼できる現地のパートナー

対策に有効な太陽光の近赤外線（熱

サルティングなどへもチャレンジした

企業とアライアンスを組んで対応し

線）を効率良く反射させる高反射率

いと思っています。

ています。いずれにしても国内のマ

遮熱塗料といった先端材料の販売ビ
ジネスにも注力しています。

―具体的な取組みとして、中国に事務

ーケットが飽和していることから、

所を開設されたようですが・・・。
−具体的な取組みとして、中国に

海外ビジネスの展開は必須です。し

事務所を開設されたようです

たがって、海外展開も視野に入れた

花澤

本年７月、米国支店に続く

認証取得、多言語対応などを折り込

２番目の海外拠点となる駐在員事務

んだ戦略的な商品開発計画を立てる

−最後に、今後のビジネスの抱負
―最後に、今後のビジネスの抱負をお

所を中国・上海市に開設しました。

のが当たり前になるような文化を築

聞かせください。
をお聞かせください。

中国では、第三世代携帯電話化に伴

き、複数の国に売るノウハウを持つ

花澤 一般市場の拡大という観点で

う基地局の整備や FTTH 化に伴い

ことを常識にしたいと思っています。

は、新たなビジネス展開も必要だと

光ファイバー需要が急速に高まって
おり、光コネクタクリーナや端面研

―先端材料関連ビジネスの拡大につい

−先端材料関連ビジネスの拡大に

てはどのような取組みに注力されていま

思っています。中長期的には、NTT
グループの中期経営戦略「サービス

磨機といった光ファイバー関連製品

ついてはどのような取組みに注力さ
すか。

創造グループを目指して」を踏まえ、

が売れ始めています。また、前述し

花澤 まず一つは、KTNビジネスが

一般市場の拡大とグローバルビジネ

た RealTalk C7 は、中国の販売に必

あげられます。KTNは、カリウム（K）
、

スの展開を加速することを長期的な

要な認証も取得しています。こうい

タンタル（Ta）
、ニオブ（Nb）から成

柱としており、具体的な目標として

った手離れの良いヒット商品を中心

る光学結晶です。本年４月にはKTN

は、2020年度売上高1,000億円、うち

に、中国ビジネスの拡大を図ってい

およびKTNデバイスの開発・製造・

一般市場売上比率60％、海外売上比

きたいと考えています。また、中国

販売を行う「KTN事業部」を新設し、

率10％を目指しています。かなりチ

以外に、米国や欧州においても、光

KTNを利用した光デバイス「KTNス

ャレンジングな目標だと思っていま

関連商品やナノテク商品、環境関連

キャナー」に関するビジネスを加速し

すが、社員一丸となって、知恵を出

商品、オーディオ／ビジュアル系商

ています。KTNスキャナーは、従来

し達成したいと考えています。

品など、先端技術をベースとする商

比100倍の高速光スキャナーで、レー

−本日は有り難うございました。
―本日は有り難うございました。

品の販売活動を展開しています。売

ザー加工やセンシング、ディスプレイ、

ビジネスコミュニケーション
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（聞き手・構成：編集長

河西義人）
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